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平成 29年６月 28日 

各 位 会社名 フォーライフ株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  奥本 健二 

 （コード番号 3477 東証） 

問合せ先 執行役員 

経営管理部長 
鈴木 亨 

電話番号 045－547－3432 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）平成 29年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）の一部訂正について 

 

当社が、平成 29年５月 15日に公表いたしました「平成 29年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連

結）」において、一部記載の訂正がございましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

平成 29 年３月期有価証券報告書の作成過程におきまして、平成 29 年３月期決算短信の内容に修正が

生じましたので、提出済の決算短信を訂正させていただくものであります。 

なお、今回の訂正による損益への影響はございません。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所には＿下線を付して表示しております。 

 

【訂正箇所①】サマリー情報１ページ目 
１．平成 29年３月期の業績（平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日） 

（３）キャッシュ・フローの状況 

＜訂正前＞ 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

29年３月期 636 △27 △91 999 

28年３月期 △114 145 △196 480 

＜訂正後＞ 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

29年３月期 641 △27 △96 999 

28年３月期 △114 145 △196 480 
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【訂正箇所②】添付資料３ページ 

１．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

＜訂正前＞ 

当事業年度における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は、営業活動により636,062千円を獲得

し、投資活動により27,089千円を使用し、財務活動により91,703千円を使用したことにより、前事業年度末に比べ

518,783千円増加し、999,045千円となりました。 

 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、636,062千円（前年同期は114,435千円の使用）となりました。これは税引

前当期純利益553,848千円、販売が順調に進んだことによるたな卸資産の減少95,073千円、その他流動負債の

増加41,752千円、その他流動資産の減少33,574千円、前受金の増加29,936千円等があった一方で、法人税等の

支払による支出162,639千円があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、27,089千円（前年同期は145,803千円の獲得）となりました。主な減少要

因は、有形固定資産（主として店舗用建物設備及び営業車両）の取得による支出18,101千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、91,703千円（前年同期は196,305千円の使用）となりました。主な減少要

因は、短期借入金の返済による支出1,500,000千円、長期借入金の返済による支出42,000千円及び社債の償還

による支出40,000千円であります。主な増加要因は、短期借入れによる収入1,200,000千円、株式の発行によ

る収入209,760千円であります。 

＜訂正後＞ 

当事業年度における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は、営業活動により641,007千円を獲得

し、投資活動により27,089千円を使用し、財務活動により96,649千円を使用したことにより、前事業年度末に比べ

518,783千円増加し、999,045千円となりました。 

 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、641,007千円（前年同期は114,435千円の使用）となりました。これは税引

前当期純利益553,848千円、販売が順調に進んだことによるたな卸資産の減少95,073千円、その他流動負債の

増加41,752千円、その他流動資産の減少33,574千円、前受金の増加29,936千円等があった一方で、法人税等の

支払による支出162,639千円があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、27,089千円（前年同期は145,803千円の獲得）となりました。主な減少要

因は、有形固定資産（主として店舗用建物設備及び営業車両）の取得による支出18,101千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、96,649千円（前年同期は196,305千円の使用）となりました。主な減少要

因は、短期借入金の返済による支出1,500,000千円、長期借入金の返済による支出42,000千円及び社債の償還

による支出40,000千円であります。主な増加要因は、短期借入れによる収入1,200,000千円、株式の発行によ

る収入209,760千円であります。 
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【訂正箇所③】添付資料５ページ 

３．財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表 

＜訂正前＞ 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成28年３月31日） 

当事業年度 

（平成29年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 199,263 220,134 

短期借入金 800,000 500,000 

1年内償還予定の社債 40,000 60,000 

1年内返済予定の長期借入金 42,000 18,000 

リース債務 8,821 1,780 

未払金 24,658 33,757 

未払法人税等 99,641 119,269 

前受金 79,986 109,922 

預り金 5,990 4,841 

賞与引当金 34,674 44,664 

その他 － 24,210 

流動負債合計 1,335,036 1,136,580 

固定負債   

社債 100,000 140,000 

長期借入金 18,000 － 

リース債務 4,743 4,390 

退職給付引当金 570 1,038 

固定負債合計 123,313 145,429 

負債合計 1,458,350 1,282,010 

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 154,880 

資本剰余金 － 104,880 

資本準備金 － 104,880 

利益剰余金   

利益準備金 － 1,530 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,497,900 1,856,969 

利益剰余金合計 1,497,900 1,858,499 

自己株式 － △114 

株主資本合計 1,547,900 2,118,145 

純資産合計 1,547,900 2,118,145 

負債純資産合計 3,006,250 3,400,155 
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＜訂正後＞ 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成28年３月31日） 

当事業年度 

（平成29年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 199,263 220,134 

短期借入金 800,000 500,000 

1年内償還予定の社債 40,000 60,000 

1年内返済予定の長期借入金 42,000 18,000 

リース債務 8,821 1,780 

未払金 24,658 33,757 

未払法人税等 99,641 119,269 

前受金 79,986 109,922 

預り金 5,990 4,841 

賞与引当金 34,674 44,664 

その他 － 24,210 

流動負債合計 1,335,036 1,136,580 

固定負債   

社債 100,000 140,000 

長期借入金 18,000 － 

リース債務 4,743 4,390 

退職給付引当金 570 1,038 

固定負債合計 123,313 145,429 

負債合計 1,458,350 1,282,010 

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 154,880 

資本剰余金   

資本準備金 － 104,880 

資本剰余金合計 － 104,880 

利益剰余金   

利益準備金 － 1,530 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,497,900 1,856,969 

利益剰余金合計 1,497,900 1,858,499 

自己株式 － △114 

株主資本合計 1,547,900 2,118,145 

純資産合計 1,547,900 2,118,145 

負債純資産合計 3,006,250 3,400,155 
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【訂正箇所④】添付資料６ページ 

３．財務諸表及び主な注記 

（２）損益計算書 

＜訂正前＞ 

  （単位：千円） 

 

 前事業年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

 当事業年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

売上高 5,127,407 7,024,818 

売上原価 4,246,221 5,809,764 

売上総利益 881,186 1,215,053 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 126,480 100,930 

給料手当及び賞与 80,485 92,206 

賞与引当金繰入額 12,232 17,958 

販売手数料 157,387 215,735 

減価償却費 6,719 7,643 

その他 123,160 204,148 

販売費及び一般管理費合計 506,464 638,622 

営業利益 374,721 576,431 

営業外収益   

解約手付金収入 － 1,000 

為替差益 － 1,514 

その他 1,976 1,022 

営業外収益合計 1,976 3,537 

営業外費用   

支払利息 19,069 9,191 

株式交付費 － 3,535 

株式公開費用 － 9,680 

為替差損 7,491 － 

その他 4,234 3,600 

営業外費用合計 30,796 26,008 

経常利益 345,901 553,960 

特別利益   

固定資産売却益 10,384 9 

特別利益合計 10,384 9 

特別損失   

固定資産売却損 2,050 121 

特別損失合計 2,050 121 

税引前当期純利益 354,234 553,848 

法人税、住民税及び事業税 126,031 171,715 

法人税等調整額 △16,892 6,235 

法人税等合計 109,139 177,950 

当期純利益 245,095 375,898 



－ 6 － 

＜訂正後＞ 

  （単位：千円） 

 

 前事業年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

 当事業年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

売上高 5,127,407 7,024,818 

売上原価 4,246,221 5,809,764 

売上総利益 881,186 1,215,053 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 126,480 100,930 

給料手当及び賞与 80,485 109,063 

賞与引当金繰入額 12,232 17,958 

販売手数料 157,387 215,735 

減価償却費 6,719 7,643 

その他 123,160 187,292 

販売費及び一般管理費合計 506,464 638,622 

営業利益 374,721 576,431 

営業外収益   

解約手付金収入 － 1,000 

為替差益 － 1,514 

その他 1,976 1,022 

営業外収益合計 1,976 3,537 

営業外費用   

支払利息 19,069 9,191 

株式交付費 － 3,535 

株式公開費用 － 9,680 

為替差損 7,491 － 

その他 4,234 3,600 

営業外費用合計 30,796 26,008 

経常利益 345,901 553,960 

特別利益   

固定資産売却益 10,384 9 

特別利益合計 10,384 9 

特別損失   

固定資産売却損 2,050 121 

特別損失合計 2,050 121 

税引前当期純利益 354,234 553,848 

法人税、住民税及び事業税 126,031 171,715 

法人税等調整額 △16,892 6,235 

法人税等合計 109,139 177,950 

当期純利益 245,095 375,898 
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【訂正箇所⑤】添付資料８ページ 

（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

＜訂正前＞ 

         （単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 50,000 － － － 1,252,804 1,252,804 － 1,302,804 1,302,804 

当期変動額          

新株の発行          

剰余金の配当          

利益準備金の積立          

当期純利益     245,095 245,095  245,095 245,095 

自己株式の取得          

当期変動額合計 － － － － 245,095 245,095 － 245,095 245,095 

当期末残高 50,000 － － － 1,497,900 1,497,900 － 1,547,900 1,547,900 

＜訂正後＞ 

         （単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 50,000 － － － 1,252,804 1,252,804 － 1,302,804 1,302,804 

当期変動額          

新株の発行         － 

剰余金の配当         － 

利益準備金の積立         － 

当期純利益     245,095 245,095  245,095 245,095 

自己株式の取得         － 

当期変動額合計 － － － － 245,095 245,095 － 245,095 245,095 

当期末残高 50,000 － － － 1,497,900 1,497,900 － 1,547,900 1,547,900 
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【訂正箇所⑥】添付資料９ページ 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 

  （単位：千円） 

 

 前事業年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

 当事業年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 354,234 553,848 

減価償却費 12,484 15,518 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,567 9,990 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 131 468 

受取利息及び受取配当金 △152 △257 

支払利息 19,069 9,191 

為替差損益（△は益） 7,491 △1,514 

有形固定資産売却損益（△は益） △8,333 111 

たな卸資産の増減額（△は増加） △546,121 95,073 

仕入債務の増減額（△は減少） 40,154 19,473 

前受金の増減額（△は減少） 27,586 29,936 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △17,207 33,574 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,811 41,752 

その他 731 559 

小計 △94,552 807,725 

利息及び配当金の受取額 152 257 

利息の支払額 △19,579 △9,281 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △457 △162,639 

営業活動によるキャッシュ・フロー △114,435 636,062 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △59,523 △18,101 

有形固定資産の売却による収入 239,760 － 

定期預金の増減額（△は増加） △30,000 － 

その他 △4,433 △8,988 

投資活動によるキャッシュ・フロー 145,803 △27,089 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 209,760 

短期借入れによる収入 1,570,000 1,200,000 

短期借入金の返済による支出 △1,631,000 △1,500,000 

長期借入金の返済による支出 △91,500 △42,000 

社債の発行による収入 － 100,000 

社債の償還による支出 △40,000 △40,000 

リース債務の返済による支出 △2,869 △4,049 

自己株式の取得による支出 － △114 

配当金の支払額 － △15,300 

その他 △936 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,305 △91,703 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,491 1,514 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,428 518,783 

現金及び現金同等物の期首残高 652,691 480,262 

現金及び現金同等物の期末残高 480,262 999,045 
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＜訂正後＞ 

  （単位：千円） 

 

 前事業年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

 当事業年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 354,234 553,848 

減価償却費 12,484 15,518 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,567 9,990 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 131 468 

受取利息及び受取配当金 △152 △257 

支払利息 19,069 9,191 

為替差損益（△は益） 7,491 △1,514 

有形固定資産売却損益（△は益） △8,333 111 

たな卸資産の増減額（△は増加） △546,121 95,073 

仕入債務の増減額（△は減少） 40,154 19,473 

前受金の増減額（△は減少） 27,586 29,936 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △17,207 33,574 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,811 41,752 

その他 731 5,504 

小計 △94,552 812,670 

利息及び配当金の受取額 152 257 

利息の支払額 △19,579 △9,281 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △457 △162,639 

営業活動によるキャッシュ・フロー △114,435 641,007 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △59,523 △18,101 

有形固定資産の売却による収入 239,760 － 

定期預金の増減額（△は増加） △30,000 － 

その他 △4,433 △8,988 

投資活動によるキャッシュ・フロー 145,803 △27,089 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 209,760 

短期借入れによる収入 1,570,000 1,200,000 

短期借入金の返済による支出 △1,631,000 △1,500,000 

長期借入金の返済による支出 △91,500 △42,000 

社債の発行による収入 － 100,000 

社債の償還による支出 △40,000 △40,000 

リース債務の返済による支出 △2,869 △4,049 

自己株式の取得による支出 － △114 

配当金の支払額 － △15,300 

その他 △936 △4,945 

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,305 △96,649 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,491 1,514 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,428 518,783 

現金及び現金同等物の期首残高 652,691 480,262 

現金及び現金同等物の期末残高 480,262 999,045 

 

 

以 上 


